現金セールス拡大のためのお手伝いを提案いたします

リテールソリューション
SANDPLAY 3000-100 / 500

多目的自動販売機
SAM 210 / 211

小型 1000 円両替機
SANDPLAY 3000-100 / 500

卓上型 1000 円両替機
SAM 130-100 / 500
SAM 210 / 211

空いたスペースを有効利用

『売上アップ 』
につなげませんか

SAM 130-100 / 500

《弊社国内工場製》
Made in JAPAN

三幸無線株式会社
〒410 - 0813

静岡県沼津市上香貫槇島町 1267 番地
(055)931-5655

(055)931-4189

https://www.sanko-musen.co.jp

認証番号 0012988

《ホームページ》

認証番号 0012988

sanko-info@sanko-musen.co.jp

シリーズ合計 2500 台以上の販売実績
弊社の多目的自動販売機・両替機は、発売以来シリーズ合計 2５00 台以上の
販売をさせていただいております。あっても使わない機能を極力排除したシンプ
ルで簡単な運用管理、そして何よりも丈夫で壊れにくい製品にこだわりつづけ、
様々な業態の少額現金決済シーンで多くのお客様にご利用いただいております。
長く使っていただくと、どうしても主要のパーツ・ユニットは劣化し修理しな
ければならなくなりますが、該当部分だけを取り替えることによりできるだけ修
理費用をおさえ、さらに長く使っていただけるよう企画設計されております。
加えて、日常のメンテナンス作業もできるだけ簡単に行えるよう配慮されてお
り、ローメンテナンスでローランニングコストな、お客様にやさしい製品となっ
ております。軽量ですのでお客様自身で簡単に設置でき工事費も不要、すぐに稼
動させることが可能です。オプション品として専用架台を用意しております。
【ご利用店舗例】
コインランドリー、バッティングセンター、ゴルフ練習場、パチンコホール、ゲームセンター、
コインパーキング、ガソリンスタンド、サービスエリア、道の駅、野菜果物販売所、温浴施設、
スポーツトレーニング施設、ダンス教室、遊園地、動植物園、水族館、観光案内所、飲食店、
マッサージスペース、ショッピングセンター、ホームセンター、書店、ホテル、旅館、民泊施設、
カプセルトイ販売所、お土産販売所、メイド喫茶、まんが喫茶、インターネットカフェ、
レンタルルーム、医療施設、介護施設、神社、寺院、葬祭場、霊園、・・

メーカー直販・直送のシンプルなお取り引き
弊社の多目的自動販売機・両替機は、すべて弊社にて企画・開発し、弊社国内
工場にて製造しております。安定した品質の製品をお客様へお届けすべく、出荷
前にあらためて検査を行い、弊社倉庫よりお客様のもとへ発送しております。
【弊社工場・倉庫】

【配送料無料】

【お客様店舗】

(離島・遠隔地除く)

●転倒、盗難防止のため、製品はアンカーボルト等で床や台にしっかりと固定のうえ、有人監視のもと運
用してください。●防水防塵機能はございませんので、雨・埃の影響のない屋内にて運用してください。
●製品や現金の盗難等の犯罪行為によるお客様のご被害に対しては、当社では一切の責任を負いかねます。
●製品の外観、仕様等は、予告なく変更する場合があります。

三幸無線株式会社（22.03）

多目的自動販売機

SAM 210 (親機) / SAM 211 (子機)
寸法
(親・子共通)

SAM 210 (親機)
紙幣投入口

(親機) 約 16 kg

受入紙幣

1000 円紙幣のみ

受入硬貨
(収容数)

操作部

硬貨投入口

(商品扉部) (W) 81 x (H) 110 x (D) 265 mm

重量

(収容数)
表示部

(W) 500 x (H) 450 x (D) 300 mm

(子機) 約 14 kg

最多で約 400 枚 (紙幣のしわの状態によります)
100 円硬貨のみ
最多で約 230 枚 (硬貨の片寄り状態によります)

設定可能金額

100～9900 円 (100 円単位)

電源

AC100V ±10% ・ 50 / 60Hz

消費電力

最大で約 30 W (親機・子機共通)

環境

屋内

環境温湿度

約 0℃～50℃ ・ 約 20 %～90 % (結露なきこと)

特記事項

冷凍冷蔵機能はありません
釣り銭の払い出しはできません

商品扉 × 9

子機のみでは稼動しません
親機 1 台に対して子機を 10 台まで接続できます

SAM 211 (子機)

子機は各台 AC 電源への接続が必要です

扉に入る商品なら何でも自動販売が可能。
同じ商品を入れるもよし、違う商品を入れるも
よし、商品の価格は操作部で一括で設定できる
ほか、100 円から 9900 円までの 100 円単位
で、それぞれの扉にお好みの金額を設定できま
親機１台と子機１台を
重ねて設置した例

す。何を販売するかはお客様次第です。
商品を照らす LED の明るさは、強中弱と OFF
の 4 段階から設定が可能。店舗の雰囲気に合わ

操作部のテンキーで欲しい商品扉の番号を入力し決定、すると表示部

せて設定すれば、商品が映えます。また、冷凍

に予め設定した価格が表示されますので確認し決定、続けてお金を

冷蔵機能はありませんので省電力。電気代が気

投入完了すれば自動で商品扉が開き商品を取り出すことができます。

にならないエコ設計です。
親機 1 台に対して子機を 10 台まで接続が可能。

操作パネルを開けるだけで、主要な

カウンターに置いたり壁面に並べて設置したり

内部構造へのアクセスが可能。

と、有効に活用することで店舗の空いたスペー

商品の追加から売上金の回収まで

スを簡単に自動販売スペースへと変身させるこ

頻度が多ければ多いほど、管理集計

とができます。

業務を楽に行えることはお客様に

様々な業態の小売りシーンで活躍。売上アップ

とって重要なポイントです。

に貢献しており、導入されたお客様からご好評

日常的な作業ですので、可能な限り
作業性が高くストレスフリーにで
きるよう、設計段階からこだわって
内部の構造をできるだけコンパクト
に仕上げています。

をいただいております。
主要ユニット部品は簡単に取り外し可能。ロー
メンテナンスでローランニングコストにこだわ
った設計です。

SANDPLAY 3000-100
SANDPLAY 3000-500

小型 1000 円両替機

紙幣投入口

(1000 円紙幣 → 100 円硬貨 x10 枚)
(1000 円紙幣 → 500 円硬貨 x 2 枚)

寸法

(W) 100 x (H) 810 x (D) 245 mm (突起部除く)

重量

約 11 kg

受入紙幣

1000 円紙幣のみ

(収容数)

最多で約 400 枚 (紙幣のしわの状態によります)

払出硬貨

100 円硬貨(約 3000 枚) ・ 500 円硬貨(約 1200 枚)

(収容数)

最多で上記の( )内の枚数 (硬貨の片寄り状態によります)

表示部

電源

AC100V ±10% ・ 50 / 60Hz

消費電力

最大で約 30W

環境

屋内

環境温湿度

約 0℃～50℃ ・ 約 20 %～90 % (結露なきこと)

店舗の設備、機器のすき間にも設置できる大きさ。
横幅 100 mm の筐体に全ての機構を詰め込み、業界最薄
クラスのサイズながら、大容量を実現しました。
払出硬貨は１００円玉と５００円玉の２タイプから選択
可能。主要ユニット部品は簡単に取り外し可能。ローメン

硬貨払出口

テナンスでローランニングコストにこだわった設計です。

専用架台
（オプション）
(W) 120 x (H) 1420 x (D) 270 mm
(底面土台部除く)

卓上型 1000 円両替機

SAM 130-100
SAM 130-500

(1000 円紙幣→100 円硬貨 x10 枚)
(1000 円紙幣→500 円硬貨 x 2 枚)

寸法

(W) 250 x (H) 450 x (D) 270 mm (突起部除く)

重量

約 16 kg

受入紙幣

1000 円紙幣のみ

(収容数)

最多で約 400 枚 (紙幣のしわの状態によります)

払出硬貨

100 円硬貨(約 1300 枚) ・ 500 円硬貨(約 800 枚)

(収容数)

最多で上記の( )内の枚数 (硬貨の片寄り状態にります)

電源

AC100V ±10% ・ 50 / 60Hz

消費電力

最大で約 27 W

環境

屋内

環境温湿度

約 0℃～50℃ ・ 約 20 %～90 % (結露なきこと)

表示部
紙幣投入口

硬貨払出口

専用架台
（オプション）
(W) 250 x (H) 620 x (D) 250 mm

店舗のカウンター等のちょっとしたスペースに置ける大きさ。
業界最小クラスながら、大容量を実現しました。

